
日　　付 費　　目 金　　額 支払い先
平成13年4月11日 広報・活動費 21,330 東条タクシー
平成13年4月12日 広報・活動費 20,500 上尾タクシー（有）
平成13年5月4日 研修費 736,000 （有）大井観光
平成13年7月27日 広報・活動費 6,800 品川郵便局
平成13年8月1日 広報・活動費 6,900 三葉交通㈱
平成13年8月2日 広報・活動費 7,060 三業交通㈱・
平成13年8月3日 広報・活動費 7,060 三業交通㈱
平成13年8月14日 広報・活動費 6,580 三葉交通㈱
平成13年8月23日 広報・活動費 3,300 五反田パーキング
平成13年9月5日 事務費 11,800 品川郵便局
平成13年10月8日 広報・活動費 1,900 リパーク旗の台南口駐車場
平成13年10月8日 広報・活動費 2,300 リパーク旗の台南口駐車場
平成13年10月27日 広報・活動費 18,570 植竹タクシー
平成13年11月5日 広報・活動費 10,560 オリエンタルタクシー
平成13年11月14日 広報・活動費 400 NIT東日本関東病院
平成13年11月28日 広報・活動費 900 せんぽ東京高輪病院
平成13年12月1日 広報・活動費 9,340 帝都自動車交通㈱
平成13年12月16日 広報・活動費 8,740 国際自動車㈱
平成14年1月8日 広報・活動費 34,650 慶賀会
平成14年1月30日 広報・活動費 400 NTT東日本関東病院
平成14年3月8日 広報・活動費 21,740 慶賀会
平成14年3月10日 広報・活動費 9,840 東都自動車交通㈱
平成14年3月27日 広報・活動費 400 NTT東日本関東病院
平成14年4月15日 広報・活動費 1,700 トコー写真部
平成14年4月15日 事務費 15,225 サンネットcom
平成14年6月20日 広報・活動費 600 昭和大学病院
平成14年6月30日 広報・活動費 2,260 大輝交通㈱
平成14年7月20日 広報・活動費 660 大陸交通㈱
平成14年7月23日 広報・活動費 300 せんぽ東京高輪病院
平成14年8月11日 広報・活動費 740 杉並交通㈱
平成14年8月20日 広報・活動費 500 せんぽ東京高輪病院
平成14年8月21日 広報・活動費 2,180 同盟交通㈱
平成14年8月27日 研修費（部分返 24,590 グリーンスコールせきがね
平成14年8月28日 研修費（部分返 33,116 ニューはまな
平成14年9月12日 広報・活動費 2,260 三葉交通㈱
平成14年9月18日 広報・活動費 660 大日本交通㈱
平成14年10月1日 広報・活動費 400 NTT東日本関東病院
平成14年10月9日 広報・活動費 1,540 盈進自動車㈱
平成14年11月2日 広報・活動費 900 飛鳥交通第五㈱
平成14年11月11日 研究費 11,220 （有）老神観光タクシー
平成14年11月12日 広報・活動費 1,220 飛鳥交通㈱
平成14年11月26日 広報・活動費 660 飛鳥交通㈱
平成14年11月28日 広報・活動費 1,220 大輝交通㈱
平成14年12月6日 資料費 451 紀伊国屋書店
平成14年12月6日 資料費 451 紀伊国屋書店
平成14年12月12日 資料費 1,890 LIBRO
平成14年12月16日 事務費 3,000 平塚郵便局
平成14年12月17日 事務費 10,000 西大井二郵便局
平成14年12月17日 事務費 1,500 西大井二郵便局
平成14年12月31日 研究費 350 高速料金
平成14年12月31日 研究費 350 高速料金
平成14年12月31日 研究費 1,250 高速料金
平成14年12月31日 研究費 310 高速料金
平成14年12月31日 研究費 250 高速料金
平成15年1月1日 広報活動費 820 荏原興業
平成15年1月1日 広報活動費 980 京急交通
平成15年1月1日 広報活動費 740 帝都自動車交通
平成15年1月1日 広報活動費 650 笠井タクシー
平成15年1月1日 広報活動費 660 国際自動車
平成15年1月2日 広報活動費 1,600 品川プリンス駐車場代
平成15年1月2日 広報活動費 740 安全自動車
平成15年1月2日 広報活動費 660 京王自動車
平成15年1月2日 広報活動費 700 首都高速道路
平成15年1月3日 広報活動費 660 品川交通
平成15年1月3日 広報活動費 980 品川交通
平成15年1月3日 広報活動費 980 飛鳥交通
平成15年1月3日 事務費 720 大崎郵便局
平成15年1月8日 研究費 20,270 ソウル
平成15年1月13日 広報活動費 11,270 エノモトタクシー
平成15年2月4日 広報活動費 1,140 飛鳥交通
平成15年2月6日 広報活動費 153,500 山下包装
平成15年2月20日 広報活動費 7,140 平和交通
平成15年2月21日 広報活動費 6,580 平和交通
平成15年2月22日 広報活動費 7,620 平和東通
平成15年2月28日 広報活動費 12,790 平和交通
平成15年4月2日 会議費 3,937 さぼてん
平成15年4月2日 会議費 32,760 スイセン
平成15年4月2日 資料費 17,600 峰岸書店
平成15年4月4日 事務費 3,885 クマガイ文具
平成15年4月6日 資料費 28,500 峰岸書店



平成15年4月9日 会議費 18,400 SAWA
平成15年4月16日 会議費 19,500 香取
平成15年4月30日 会議費 13,000 三浦畠
平成15年5月6日 会議費 11,980 BM
平成15年5月7日 会議費 3,600 すしやの佐一
平成15年5月8日 会議費 29,000 ソウル
平成15年5月9日 会議費 23,058 BM
平成15年5月12日 会議費 37,500 好野鮪
平成15年5月17日 研修費 29,170 香林
平成15年5月17日 広報活動費 1,220 飛鳥交通
平成15年5月18日 会議費 5,775 品川プリンス
平成15年5月19日 会議費 70,000 いこい鮪
平成15年5月20日 会議費 12,950 味の館
平成15年5月21日 会議費 6,400 ソウル
平成15年5月22日 会議費 79,640 ジリオン
平成15年5月23日 会議費 7,700 おふくさん
平成15年5月23日 広報活動費 1,220 飛鳥交通
平成15年5月24日 会議費 630 ファミリーマート
平成15年5月30日 会議費 3,045 すかいら－く
平成15年5月30日 会議費 1,500 コルドンブルー
平成15年5月31日 会議費 9,700 くろちゃん
平成15年6月1日 研究費 12,705 豊樹
平成15年6月2日 会議費 13,450 桂
平成15年6月2日 研究費 15,000 ひろせ
平成15年6月2日 研修費 3,150 錦華楼
平成15年6月5日 研修費 3,780 おふくさん
平成15年6月7日 会議費 6,174 シノア
平成15年6月9日 研修費 13,900 玉寿司
平成15年6月10日 研修費 3,738 スエヒロ
平成15年6月11日 会議費 11,630 大盛苑
平成15年6月11日 研究費 16,000 なな福
平成15年6月12日 会議費 12,210 香楽飯店
平成15年6月15日 研究費 10,353 イルプリモ
平成15年6月15日 研究費 10,000 新味覚亭
平成15年6月16日 会議費 90,000 蔵
平成15年6月17日 研修費 7,200 すしや佐一
平成15年6月19日 会議費 2,060 デヴィコーン
平成15年6月19日 研究費 52,811 高尾
平成15年6月20日 会議費 25,000 熊ちゃん
平成15年6月21日 研究費 2,850 JR
平成15年6月22日 会議費 5,100 大橋屋
平成15年6月23日 会議費 6,731 鳥良
平成15年6月23日 研修費 10,600 ホテルおかだ
平成15年6月24日 研究費 4,350 丸久
平成15年6月24日 事務費 3,000 せんぽ高輪病院
平成15年6月26日 会議費 12,810 高田屋
平成15年6月27日 広報活動費 660 飛鳥交通
平成15年6月28日 研究費 10,867 唐屋利久
平成15年6月30日 会議費 10,000 大盛苑
平成15年7月1日 研修費 24,000 ひろせ
平成15年7月3日 研究費 16,705 花の家
平成15年7月3日 広報活動費 2,260 大東京タクシー
平成15年7月5日 研究費 43,249 温野菜
平成15年7月7日 会議費 24,685 大庄
平成15年7月7日 研究費 4,850 越路タクシー
平成15年7月8日 研究費 11,740 豚太郎
平成15年7月16日 研究費 24,410 香楽飯店
平成15年7月18日 研究費 20,000 香楽飯店
平成15年7月18日 研究費 28,000 スイセン
平成15年7月18日 研修費 189,000 帝産観光バス
平成15年7月21日 会議費 420 セブンイレブン
平成15年7月28日 研究費 27,500 茂り川
平成15年7月30日 研究費 5,722 mediage
平成15年7月30日 広報活動費 9,190 日新交通
平成15年8月1日 研究費 24,197 つきじ植村
平成15年8月1日 研究費 29,451 秀
平成15年8月1日 研究費 32,000 ひろせ
平成15年8月3日 広報活動費 6,160 荏原興業
平成15年8月4日 研究費 8,736 和民
平成15年8月5日 研修費 10,000 あかめん会
平成15年8月6日 研究費 28,000 花むら
平成15年8月6日 広報活動費 800 荏原東都パーク
平成15年8月7日 会議費 6,972 シノア
平成15年8月7日 研修費 130,650 かげつ
平成15年8月8日 研究費 16,510 更科
平成15年8月9日 研究費 11,413 大盛苑
平成15年8月9日 研究費 18,000 やまこ亭
平成15年8月12日 研究費 4,147 同発
平成15年8月17日 会議費 955 阪急
平成15年8月17日 会議費 6,350 ノンノン
平成15年8月18日 研究費 3,255 平禄寿司



平成15年8月19日 会議費 7,728 西安餃子
平成15年8月20日 研究費 52,320 鐘山苑
平成15年8月20日 研修費 5,630 おふくさん
平成15年8月20日 研修費 3,811 日本海
平成15年8月21日 研究費 48,000 にしかわ
平成15年8月21日 研修費 189,000 帝産観光バス
平成15年8月22日 事務費 11,860 auショップ
平成15年8月24日 研究費 17,220 いこい鮪
平成15年8月26日 研究費 16,630 松玄
平成15年8月30日 研究費 6,953 うおや一丁
平成15年8月31日 研修費 18,427 木曽路
平成15年9月1日 会議費 11,320 藍の家
平成15年9月2日 会議費 10,600 寿し昌
平成15年9月2日 研修費 6,762 ハゲ天
平成15年9月3日 研究費 3,528 築地日本海
平成15年9月5日 会議費 1,500 尾張屋
平成15年9月6日 研修費 10,180 いこい魚旨
平成15年9月7日 会議費 11,550 あかね
平成15年9月8日 研修費 10,187 たちばな
平成15年9月10日 研究費 16,726 魚彦
平成15年9月11日 研究費 22,000 米久
平成15年9月13日 研究費 5,040 宮川
平成15年9月15日 研究費 10,920 三岩
平成15年9月18日 研究費 10,260 土風炉
平成15年9月24日 研究費 6,006 ホテルパシフィック
平成15年10月1日 事務費 20,790 三栄家具
平成15年10月2日 研究費 25,000 きし田
平成15年10月3日 会議費 4,950 ソウル
平成15年10月4日 研究費 8,880 藍の家
平成15年10月7日 研究費 15,000 旬月亭
平成15年10月11日 研修費 9,230 かね吉
平成15年10月12日 会議費 1,020 プロント
平成15年10月13日 会議費 4,336 ホテルパシフィック
平成15年10月13日 会議費 8,500 蔵
平成15年10月14日 研究費 6,000 やしま
平成15年10月16日 研究費 15,666 和民
平成15年10月16日 広報活動費 1,300 グリーンキャブ
平成15年10月17日 研修費 7,500 士風炉
平成15年10月18日 会議費 6,300 やしま
平成15年10月19日 会議費 8,220 芳園
平成15年10月20日 研究費 26,920 ラックンドック
平成15年10月21日 研究費 5,355 隼人工房
平成15年10月21日 研究費 10,920 たくみ亭
平成15年10月21日 研究費 13,681 牛俸
平成15年10月23日 広報活動費 980 飛鳥交通
平成15年10月26日 研究費 14,900 わらじ
平成15年10月27日 研究費 10,000 香林
平成15年10月27日 広報活動費 400 大井町駅前駐車場
平成15年11月1日 会議費 7,600 バンク
平成15年11月7日 資料費 26,250 日本原色印刷
平成15年11月13日 会議費 9,901 北海道
平成15年11月13日 研修費 84,000 はとばす
平成15年11月13日 資料費 1,260 未来屋書店
平成15年11月13日 資料費 550 未来屋書店
平成15年11月14日 研究費 54,600 スイセン
平成15年11月14日 広報活動費 300 NTT関東病院
平成15年11月15日 研究費 19,708 日本海
平成15年11月18日 研究費 7,700 すしやの佐一
平成15年11月20日 研修費 25,000 長野県人会
平成15年11月22日 会議費 11,000 ソウル
平成15年11月22日 研究費 23,000 寓友苑
平成15年11月23日 会議費 30,000 わらじ
平成15年11月23日 研究費 22,743 はなの家
平成15年11月23日 事務費 29,190 コジマ
平成15年11月27日 会議費 12,900 寿し昌
平成15年11月27日 研究費 11,235 豊樹
平成15年11月28日 研究費 70,000 蔵
平成15年11月30日 会議費 4,462 レインズインターナショナル
平成15年11月30日 研究費 26,779 東京牧場
平成15年12月1日 研究費 11,410 ひもの屋
平成15年12月2日 会議費 27,300 スイセン
平成15年12月4日 会議費 32,000 ひろせ
平成15年12月8日 研究費 16,000 好乃鮪
平成15年12月9日 研究費 11,000 ソウル
平成15年12月9日 事務費 17,850 山本テレビ
平成15年12月12日 広報活動費 3,820 おふくさん
平成15年12月13日 研究費 28,245 植村
平成15年12月14日 研究費 14,070 BM
平成15年12月15日 広報活動費 5,040 名河岸寿司
平成15年12月19日 会議費 24,570 スイセン
平成15年12月20日 研究費 18,895 ちやんと



平成15年12月26日 研究費 54,600 スイセン
平成15年12月27日 研究費 10,678 築地日本海
平成15年12月27日 広報活動費 86,100 三谷運輸
平成15年12月29日 広報活動費 2,160 隼人
平成15年12月30日 会議費 7,000 松葉寿し
平成15年12月31日 広報活動費 1,460 大同交通
平成15年12月31日 広報活動費 300 戸越第8駐車
平成15年12月31日 広報活動費 300 コアパーク
平成16年1月4日 研究費 10,550 ㈱グルメ杵屋
平成16年1月7日 会議費 25,620 芳寿司
平成16年1月7日 会議費 34,125 スイセン
平成16年1月10日 会議費 10,550 大井更科
平成16年1月13日 研究費 29,000 香林
平成16年1月13日 事務費 105,000 進栄商店
平成16年1月14日 会議費 8,880 能登
平成16年1月15日 会議費 9,135 日本海
平成16年1月15日 研究費 8,650 開
平成16年1月16日 会議費 54,600 スイセン
平成16年1月16日 研修費 15,000 21世紀政治経済研究会
平成16年1月21日 事務費 10,615 ミノデンキ
平成16年1月25日 研究費 17,713 日本海
平成16年1月28日 研究費 38,000 東京トラベル
平成16年1月29日 研究費 6,436 くっちやいな・
平成16年1月29日 研修費 10,000 新時代政経研究会
平成16年1月30日 会議費 24,570 スイセン
平成16年1月31日 会議費 23,100 かねまん
平成16年2月1日 会議費 53,790 へいちん楼
平成16年2月2日 研究費 8,746 日本海
平成16年2月5日 研究費 819 タリーズコーヒー
平成16年2月6日 事務費 5,071 伊勢丹本店
平成16年2月9日 研究費 10,000 大盛苑
平成16年2月17日 研究費 3,916 とくさん
平成16年2月18日 研究費 32,000 ひろせ
平成16年2月22日 研究費 8,826 大盛苑
平成16年2月23日 研究費 10,045 だいろ
平成16年2月24日 研究費 12,000 ひまわり
平成16年2月24日 広報活動費 300 関東病院
平成16年2月25日 会議費 14,900 藍の家
平成16年2月28日 研究費 32,130 木曽路
平成16年3月1日 会議費 4,200 更科
平成16年3月1日 研究費 3,720 ひもの屋
平成16年3月2日 研究費 27,730 藍の屋
平成16年3月3日 研究費 6,676 うおや一丁
平成16年3月6日 会議費 13,769 ちゃんと
平成16年3月7日 会議費 7,830 おふくさん
平成16年3月8日 会議費 8,250 ラーメンハウス
平成16年3月9日 会議費 12,000 シノア
平成16年3月14日 研究費 8,802 亀七寿司
平成16年3月16日 会議費 29,660 吾拒
平成16年3月17日 研究費 38,000 ひろせ
平成16年3月18日 会議費 10,550 藍の家
平成16年3月18日 会議費 4,950 寿得庵
平成16年3月19日 会議費 10,130 土間土間
平成16年3月21日 会議費 2,163 日本海
平成16年3月21日 研究費 3,938 華王飯店
平成16年3月23日 研究費 19,940 梅あん
平成16年3月25日 研究費 20,000 瑞花
平成16年3月25日 研究費 3,250 ことぶき
平成16年3月26日 研究費 3,150 IKKOh
平成16年3月27日 会議費 1,995 コージーコーナー
平成16年3月28日 研究費 14,930 くろちゃん
平成16年3月31日 会議費 2,520 ＦＬＯ
平成16年3月31日 研究費 4,651 養老の滝
平成16年4月1日 研究費 30,000 大盛苑
平成16年4月2日 会議費 27,510 ㈱スイセン
平成16年4月3日 研究費 4,222 SUEHIRO
平成16年4月4日 研究費 10,000 ちゃんと
平成16年4月5日 研究費 29,500 吾作
平成16年4月7日 研究費 12,649 養老乃瀧
平成16年4月10日 研究費 3,850 登龍
平成16年4月10日 研修費 6,000 品川区長野県人会
平成16年4月11日 研究費 28,500 美竹
平成16年4月12日 研究費 9,800 玉寿司
平成16年4月13日 研究費 4,000 蕎麦なかむら
平成16年4月14日 研究費 4,380 ひもの屋
平成16年4月15日 研究費 25,700 ソウル
平成16年4月17日 会議費 24,700 銀座香林
平成16年4月18日 研究費 10,660 新楽
平成16年4月19日 研究費 8,000 Raccon．Dog
平成16年4月23日 研究費 14,000 ソウル
平成16年4月24日 研究費 4,200 柴竹



平成16年4月25日 会議費 24,570 スイセン
平成16年4月29日 研究費 17,535 芳寿司
平成16年4月30日 研究費 6,500 Peach　Pit
平成16年5月3日 研究費 8,240 元山
平成16年5月15日 研究費 26,250 銀座香林
平成16年5月24日 研究費 4,840 温野菜
平成16年5月24日 研修費 14,723 瑞花
平成16年5月28日 会議費 4,515 竹葉亭
平成16年5月30日 研究費 3,510 あっぱ
平成16年5月30日 研究費 2,100 不二家
平成16年5月31日 研究費 24,570 ㈱スイセン
平成16年6月3日 研修費 12,070 幸弄し
平成16年6月4日 研究費 29,500 ㈱吾作
平成16年6月5日 研究費 14,500 ㈲やまこ亭
平成16年6月7日 研究費 26,248 日本海庄や
平成16年6月8日 研究費 11,000 熊ちゃん
平成16年6月12日 会議費 4,700 更科
平成16年6月14日 研修費 11,500 瑞花
平成16年6月15日 会議費 4,820 シノア
平成16年6月16日 会議費 4,170 誠華
平成16年6月18日 広報・活動費 28,960 日本原色印刷工業㈱
平成16年6月22日 研究費 32,000 ㈱吾作
平成16年7月1日 研究費 182,000 梅の花
平成16年7月1日 広報・活動費 19,500 コイズミ電設
平成16年7月6日 会議費 10,000 くろたちゃん
平成16年7月7日 研究費 12,810 亀七寿司
平成16年7月10日 研究費 7,140 睦交通㈱
平成16年7月12日 会議費 9,160 ひもの屋
平成16年7月13日 会議費 7,500 更科
平成16年7月16日 資料費 27,300 日本原色印刷工業㈱
平成16年7月17日 広報・活動費 1,050 東和興産
平成16年7月20日 研究費 4,660 国際自動車㈱
平成16年7月20日 広報・活動費 3,000 ショウワパーク
平成16年7月26日 会議費 3,830 シノア
平成16年7月28日 研究費 10,000 きし田
平成16年7月29日 研究費 11,026 牛博
平成16年8月1日 広報・活動費 21,000 コイズミ電設
平成16年8月2日 研究費 38,020 瑞花
平成16年8月6日 研究費 4,452 SUEHIRO
平成16年8月7日 研究費 4,388 デニーズ
平成16年8月7日 研究費 900 ㈱エフエータクシー
平成16年8月11日 事務費 53,130 クラタ南口店
平成16年8月13日 広報・活動費 1,300 大江戸温泉
平成16年8月19日 研究費 4,544 ジョナサン
平成16年9月4日 研究費 3,466 HERB＆SPICE
平成16年9月4日 研修費 5,950 ㈱レバンテ
平成16年9月10日 広報・活動費 13,753 品川水力機㈱
平成16年9月15日 研修費 4,000 あゆみ
平成16年9月15日 広報・活動費 300 大井中央病院
平成16年9月16日 研修費 20,000 大井更科本店
平成16年9月20日 会議費 10,000 弁慶寿司
平成16年9月24日 研究費 20,580 ソウル
平成16年9月25日 会議費 56,000 和福飯店
平成16年10月3日 会議費 11,340 シノア
平成16年10月4日 研究費 13,377 牛角
平成16年10月5日 会議費 22,700 美竹
平成16年10月9日 広報・活動費 30,839 品川水力機㈱
平成16年10月12日 会議費 20,040 濱田
平成16年10月12日 広報・活動費 7,140 荏原交通㈱
平成16年10月14日 会議費 4,720 串茶屋
平成16年10月14日 研修費 2,080 みかど
平成16年10月16日 会議費 4,050 昭月庵
平成16年10月18日 研究費 10,500 ステーキハウスB＆M
平成16年10月18日 研修費 179,400 東京トラベル
平成16年10月18日 研修費 160,680 東京トラベル
平成16年10月20日 研修費 84,000 ㈱はとバス
平成16年10月22日 広報・活動費 29,500 大井更科本店
平成16年10月23日 資料費 1,600 三省堂書店
平成16年10月25日 研究費 43,260 ㈱銀座香林
平成16年10月29日 会議費 46,600 蔵
平成16年10月29日 研究費 30,000 ㈱八芳園
平成16年11月1日 研究費 10,150 オーリーブの木
平成16年11月1日 広報・活動費 22,800 ㈱三光堂角田商会
平成16年11月2日 会議費 7,560 ソウル
平成16年11月4日 会議費 8,110 美竹
平成16年11月7日 研究費 6,890 シノア
平成16年11月8日 研究費 94,512 萬寿野
平成16年11月10日 会議費 28,600 大井更科本店
平成16年11月11日 研究費 12,285 ソウル
平成16年11月13日 研究費 5,320 上海亭
平成16年11月17日 研修費 8,700 おはん



平成16年11月17日 広報・活動費 8,320 代々木自動車㈱
平成16年11月19日 会議費 13,900 すしやの佐一
平成16年11月21日 会議費 2,520 八竹
平成16年11月22日 研究費 31,864 李朝房
平成16年11月24日 会議費 7,940 築地日本海
平成16年11月26日 研究費 15,829 入母屋
平成16年11月30日 会議費 22,800 シノア
平成16年12月2日 研究費 12,187 しゃぶしゃぶのおやじ
平成16年12月3日 研究費 8,170 だいろ
平成16年12月4日 研究費 17,600 連
平成16年12月5日 会議費 4,200 ㈱アマンド
平成16年12月8日 研究費 50,000 スイセン
平成16年12月8日 広報・活動費 200 東芝病院
平成16年12月8日 広報・活動費 7,300 東京交通自動車㈱
平成16年12月10日 会議費 1,900 小川家
平成16年12月10日 資料費 10,000 峰岸書店
平成16年12月11日 研修費 12,200 よし梅
平成16年12月12日 会議費 5,100 あゆみ
平成16年12月13日 研究費 15,907 ㈱一龍屋台村
平成16年12月14日 会議費 10,854 ニューオータニイン東京
平成16年12月18日 研究費 9,200 ㈲双葉鮨
平成16年12月18日 研究費 36,110 いこい鮨
平成16年12月19日 研究費 44,080 栄鮨
平成16年12月21日 研究費 22,500 濱田
平成16年12月22日 資料費 1,317 有隣堂
平成16年12月24日 研究費 39,755 大珍楼
平成16年12月26日 研究費 3,216 サイゼリア
平成16年12月30日 研究費 13,230 ともえ鯖
平成17年1月4日 研究費 18,940 八百八町
平成17年1月5日 研究費 11,500 大井更科本店
平成17年1月6日 研究費 60,000 ピーエム151A
平成17年1月7日 会議費 6,840 鳥元
平成17年1月7日 研究費 16,800 美竹
平成17年1月8日 研究費 32,500 ㈱喜山
平成17年1月9日 会議費 2,940 築地日本海
平成17年1月10日 研究費 18,700 秀
平成17年1月11日 研究費 70,000 蔵
平成17年1月12日 研究費 36,180 ㈲万漁
平成17年1月12日 研究費 9,150 昭月庵
平成17年1月12日 広報・活動費 6,020 和親交通㈱
平成17年1月13日 研究費 72,860 ワン・ワールドツアーズ
平成17年1月14日 研究費 7,740 シノア
平成17年1月14日 広報・活動費 1,540 高砂自動車㈱
平成17年1月15日 研究費 23,000 ソウル
平成17年1月16日 会議費 8,650 ノンノン
平成17年1月17日 会議費 10,480 漁
平成17年1月18日 研究費 8,920 昭月庵
平成17年1月19日 研究費 34,000 ひろせ
平成17年1月19日 資料費 10,000 峰岸書店
平成17年1月20日 会議費 5,770 養老乃瀧
平成17年1月20日 研究費 9,330 二葉
平成17年1月21日 研究費 50,000 ピーエム151A
平成17年1月22日 会議費 3,500 昭月庵
平成17年1月22日 研究費 16,630 ㈱吾作
平成17年1月23日 研究費 21,000 大盛苑
平成17年1月23日 研究費 8,230 ステーキハウスB＆M
平成17年1月24日 会議費 2,940 寿得廣
平成17年1月24日 研究費 21,800 あゆみ
平成17年1月26日 会議費 6,050 くろちやん
平成17年1月26日 研究費 13,000 鳥作
平成17年1月27日 会議費 3,930 ㈲コーラク
平成17年1月27日 研究費 15,530 ㈱吾作
平成17年1月29日 研究費 7,850 昭月庵
平成17年1月29日 研究費 8,300 ステーキハウスB＆M
平成17年1月31日 会議費 5,200 朔朔
平成17年1月31日 研究費 15,300 ソらル
平成17年2月1日 研究費 20,650 くろちやん
平成17年2月2日 研究費 28,000 ひろせ
平成17年2月3日 研究費 63,000 ㈱スイセン
平成17年2月4日 研究費 22,150 大盛苑－
平成17年2月5日 会議費 4,837 ロイヤルホスト
平成17年2月5日 研究費 7,030 うな辰
平成17年2月6日 会議費 6,380 たぬ喜
平成17年2月6日 会議費 4,960 士風炉
平成17年2月7日 会議費 4,231 あゆみ
平成17年2月7日 会議費 18,210 ソウル
平成17年2月8日 研究費 10,000 ひろせ
平成17年2月10日 会議費 5,370 ニシポリ
平成17年2月10日 研究費 27,500 秀
平成17年2月11日 会議費 9,000 OGAWA
平成17年2月11日 研究費 26,250 東礼自動車㈱



平成17年2月12日 会議費 12,340 一富士
平成17年2月15日 会議費 3,936 ジョナサン
平成17年2月15日 研究費 50,000 ピーエム151A
平成17年2月17日 会議費 4,221 サンデーサン
平成17年2月20日 会議費 2,540 土間土間
平成17年2月20日 研究費 11,085 甍
平成17年2月21日 研究費 25,850 きく乃
平成17年2月22日 資料費 2,730 有隣堂
平成17年2月24日 会議費 20,410 ㈱スイセン
平成17年2月24日 研究費 11,000 藍の家
平成17年2月26日 会議費 2,350 正乃家
平成17年2月27日 研究費 16,450 鮨なかにし
平成17年2月28日 会議費 6,825 35
平成17年3月2日 研究費 88,050 香楽飯店
平成17年3月4日 会議費 13,350 志ま家
平成17年3月5日 会議費 5,859 AJITO
平成17年3月6日 会議費 14,500 ㈲好乃鮨
平成17年3月7日 研究費 28,000 ひろせ
平成17年3月8日 研究費 16,800 ごっつ
平成17年3月9日 資料費 15,000 峰岸書店
平成17年3月10日 研究費 20,420 ぬの川
平成17年3月11日 会議費 12,200 和加家
平成17年3月12日 会議費 4,147 ロイヤルホスト
平成17年3月13日 会議費 3,372 すかいら－く
平成17年3月14日 研究費 22,500 ㈲金井寿司
平成17年3月14日 広報・活動費 5,000 品川水力機㈱
平成17年3月15日 資料費 15,800 峰岸書店
平成17年3月17日 会議費 8,300 志げる寿司
平成17年3月18日 会議費 2,750 華林
平成17年3月18日 研究費 16,690 やぶそば
平成17年3月19日 会議費 8,350 昭月庵
平成17年3月20日 研究費 15,000 ひろせ
平成17年3月21日 会議費 11,940 上海亭
平成17年3月21日 研究費 12,000 あゆみ
平成17年3月22日 会議費 11,700 和加家
平成17年3月23日 研究費 17,000 萬友苑
平成17年3月24日 研究費 33,920 ソウル
平成17年3月25日 研究費 20,000 ひろせ
平成17年3月26日 会議費 9,600 新楽
平成17年3月26日 会議費 10,400 土間土間
平成17年3月27日 会議費 13,710 本陳
平成17年3月27日 会議費 2,000 更科
平成17年3月28日 会議費 7,750 鳥ふじ
平成17年3月30日 会議費 4,580 昭月庵
平成17年3月31日 研究費 21,000 鳥ふじ
平成17年4月1日 会議費 8,190 三岩
平成17年4月1日 会議費 9,100 天空
平成17年4月1日 資料費 5,000 三省堂
平成17年4月3日 会議費 3,120 ロッテリア
平成17年4月3日 研究費 12,000 ひろせ
平成17年4月4日 研究費 21,000 松乃
平成17年4月4日 資料費 105,000 大河通商㈱
平成17年4月5日 会議費 5,921 デニーズ
平成17年4月7日 会議費 10,700 大勝苑
平成17年4月8日 研究費 27,027 大志満ホテルパシフィック東京
平成17年4月9日 会議費 6,540 ステーキハウスB＆M
平成17年4月10日 会議費 7,750 更科
平成17年4月10日 資料費 1,680 くまざわ書店
平成17年4月12日 会議費 3,200 満留賀
平成17年4月13日 会議費 11,680 大井更科
平成17年4月13日 研究費 10,180 マノス本店
平成17年4月14日 会議費 4,965 ひろせ
平成17年4月15日 研究費 4,481 すかいらーく
平成17年4月16日 会議費 3,627 和幸フーズ㈱
平成17年4月18日 会議費 5,950 昭月庵
平成17年4月19日 会議費 4,460 土風炉
平成17年4月19日 研究費 10,395 焼肉　本牧庭
平成17年4月20日 会議費 8,142 まるゐや
平成17年4月20日 研究費 13,822 牛繁
平成17年4月21日 会議費 3,520 ㈱グルメ杵屋
平成17年4月21日 会議費 3,180 ハーブandスパイス
平成17年4月22日 会議費 2,500 ㈲戸越敷島屋
平成17年4月24日 研究費 20,170 やぶ国
平成17年4月25日 会議費 8,650 葉月
平成17年4月25日 研究費 28,500 ひろせ
平成17年4月26日 会議費 9,600 和加家
平成17年4月27日 会議費 8,920 ステーキハウスB＆M
平成17年4月28日 会議費 6,770 八百八町
平成17年4月28日 会議費 8,500 昭月庵
平成17年4月29日 研究費 11,100 和田
平成17年4月30日 研究費 4,319 すかいら一く



平成17年5月2日 会議費 7,980 串もんや
平成17年5月2日 研究費 12,200 ぱっぷHOUSE
平成17年5月3日 事務費 12,000 時代屋
平成17年5月4日 研究費 11,804 東京ルセット
平成17年5月9日 会議費 5,370 漁
平成17年5月9日 研究費 17,000 かもめ丸
平成17年5月10日 研究費 15,700 ごっつ
平成17年5月12日 研究費 17,000 とん清
平成17年5月13日 研究費 11,500 大盛苑
平成17年5月15日 会議費 3,150 一更科
平成17年5月17日 会議費 3,480 ロイヤル㈱
平成17年5月17日 研究費 17,850 やまこ亭
平成17年5月18日 会議費 3,557 すかいら－く
平成17年5月19日 会議費 3,260 シジャン
平成17年5月19日 研究費 45,050 漁
平成17年5月20日 資料費 105,000 大河通商㈱
平成17年5月21日 会議費 5,467 ロイヤルホスト
平成17年5月23日 研究費 25,000 ぬの川
平成17年5月24日 会議費 5,460 京樽
平成17年5月24日 広報・活動費 1,220 ヒノデ㈱
平成17年5月25日 会議費 1,850 由角壷
平成17年5月27日 会議費 1,848 すかいら－く
平成17年5月27日 研究費 22,000 金井寿司
平成17年5月28日 会議費 7,950 ステーキハウスB＆M
平成17年5月30日 会議費 4,650 シノア
平成17年5月31日 資料費 1,739 有隣堂
平成17年6月1日 研究費 12,999 季菜
平成17年6月2日 会議費 12,560 新楽
平成17年6月2日 研究費 28,500 アゼリアガーデン
平成17年6月3日 会議費 2,800 満留賀
平成17年6月4日 研究費 21,134 つきじ植むら
平成17年6月6日 会議費 5,020 八百八町
平成17年6月6日 研究費 84,000 連（一部返還）
平成17年6月6日 資料費 10,000 峰岸書店
平成17年6月7日 会議費 5,922 スエヒロ
平成17年6月8日 会議費 6,405 牛角
平成17年6月8日 研究費 21,000 とん清
平成17年6月8日 資料費 20,300 峰岸書店
平成17年6月9日 会議費 9,860 ステーキハウスB＆M
平成17年6月10日 会議費 4,400 大井更科
平成17年6月10日 研究費 14,240 あゆみ
平成17年6月11日 会議費 7,740 一番館
平成17年6月11日 研究費 10,080 かに道楽
平成17年6月12日 会議費 3,528 バーミヤン
平成17年6月14日 会議費 2,430 マリーンポット
平成17年6月15日 会議費 7,980 竹むら
平成17年6月15日 研究費 16,400 ひもの屋
平成17年6月15日 研究費 11,180 おいどん
平成17年6月16日 会議費 7,192 かねてつ
平成17年6月16日 会議費 2,500 満留賀
平成17年6月16日 研究費 14,880 ひもの屋
平成17年6月17日 会議費 8,120 おいどん
平成17年6月17日 研究費 29,500 アゼリアガーデン
平成17年6月18日 会議費 2,772 すかいらーく
平成17年6月20日 会議費 8,680 いさみ庵
平成17年6月22日 研究費 16,560 温野菜
平成17年7月1日 事務費 28,500 コイズミ電設
平成17年7月6日 研究費 59,470 いさみ庵
平成17年7月6日 資料費 10,500 峰岸書店
平成17年7月6日 広報・活動費 2,900 西武交通興業㈱
平成17年7月7日 研究費 18,250 大盛苑
平成17年7月8日 研修費 159,829 ピオラ
平成17年7月9日 会議費 4,770 横濱文明開館
平成17年7月9日 研究費 14,670 あゆみ
平成17年7月12日 研究費 28,500 アゼリアガーデン
平成17年7月13日 広報・活動費 200 東芝病院
平成17年7月15日 研究費 12,000 ひろせ
平成17年7月15日 事務費 34,000 ㈱クラタ駅前店
平成17年7月19日 研究費 17,616 エフマート
平成17年7月20日 会議費 4,540 芳園
平成17年7月22日 研究費 29,000 アゼリアガーデン
平成17年7月25日 会議費 8,600 大盛苑
平成17年7月26日 研究費 11,750 香取
平成17年7月27日 会議費 7,101 牛繁
平成17年7月28日 研究費 12,740 まんざらや
平成17年7月29日 会議費 7,270 きくかわ
平成17年7月29日 広報・活動費 1,700 ビゲスト㈱
平成17年8月3日 会議費 7,770 築地日本海
平成17年8月3日 研究費 28,500 アゼリアガーデン
平成17年8月5日 研究費 18,000 ひろせ
平成17年8月6日 会議費 4,095 つきじ植むら



平成17年8月7日 会議費 5,640 日本海
平成17年8月9日 会議費 4,368 鼎泰豊
平成17年8月9日 会議費 2,050 更科
平成17年8月9日 研究費 12,000 ニシポリ
平成17年8月11日 研究費 12,195 しゃぶしゃぶおやじ
平成17年8月12日 資料費 930 芳林堂書店
平成17年8月14日 研究費 13,700 ㈱グリーンハウス
平成17年8月15日 研究費 22,322 木曽路
平成17年8月15日 研究費 21,710 香龍園
平成17年8月16日 会議費 3,897 ハーブandスパイス
平成17年8月21日 研究費 140,000 銀座クルーズクルーズ
平成17年8月22日 研究費 12,540 さが野
平成17年8月23日 研究費 8,340 日の丸自動車興業㈱
平成17年8月24日 会議費 4,100 ニシポリ
平成17年8月24日 会議費 4,210 花の舞
平成17年8月28日 資料費 660 芳林堂書店
平成17年8月28日 資料費 269 芳林堂書店
平成17年8月28日 広報・活動費 1,900 パークNET
平成17年8月29日 研究費 15,350 築地月本海
平成17年9月1日 会議費 4,300 伊藤酒店
平成17年9月1日 研究費 26,250 なかにし
平成17年9月6日 会議費 4,850 更科
平成17年9月6日 広報・活動費 500 NTT東日本関東病院
平成17年9月7日 会議費 12,050 藍の家
平成17年9月8日 会議費 4,920 正乃家
平成17年9月8日 会議費 8,240 中華千里
平成17年9月10日 会議費 7,875 ゼームス館
平成17年9月11日 会議費 4,860 築地　日本海
平成17年9月12日 会議費 11,500 美竹
平成17年9月13日 会議費 11,550 大盛苑
平成17年9月15日 会議費 8,400 冠園
平成17年9月15日 研究費 28,000 アゼリアガーデン
平成17年9月16日 研修費 124,000 東京トラベル
平成17年9月17日 研究費 21,740 牛王
平成17年9月17日 研究費 24,000 ひろせ
平成17年9月18日 会議費 2,800 鳥作
平成17年9月20日 会議費 9,000 エフマート
平成17年9月20日 研究費 18,300 わらじ
平成17年9月20日 資料費 10,000 峰岸書店
平成17年9月21日 研究費 16,720 唐屋利久
平成17年9月22日 研究費 20,685 ソウル
平成17年9月26日 研究費 14,800 三岩
平成17年9月28日 会議費 1,000 ㈲ＣFコーポレーション
平成17年9月28日 会議費 9,000 ニシポリ
平成17年9月30日 研修費 94,500 ㈱JTBサン＆サン
平成17年10月3日 会議費 9,250 日本海
平成17年10月6日 会議費 3,173 ジョナサン
平成17年10月6日 研究費 29,000 アゼリアガーデン
平成17年10月7日 研究費 14,070 品川プリンスホテル
平成17年10月7日 研修費 94,500 帝産観光バス㈱
平成17年10月8日 研究費 12,000 やまこ亭
平成17年10月9日 会議費 2,810 デニーズ
平成17年10月11日 会議費 8,760 たぬ喜
平成17年10月12日 研究費 46,490 香楽飯店
平成17年10月14日 会議費 6,550 ステーキハウスB＆M
平成17年10月14日 研究費 21,000 吾作
平成17年10月15日 会議費 2,810 八百八町
平成17年10月16日 資料費 1,575 LIBRO
平成17年10月16日 資料費 579 芳林堂
平成17年10月19日 会議費 5,560 牛王
平成17年10月20日 会議費 6,000 ニシボリ
平成17年10月25日 会議費 8,600 玄海魚旨
平成17年10月25日 研修費 94,500 ㈱JTBサン＆サン
平成17年10月28日 広報・活動費 900 リパーク八丁堀
平成17年10月29日 会議費 6,000 パパandママ
平成17年10月31日 研究費 74,160 東京トラベル
平成17年11月3日 会議費 3,261 天津飯店
平成17年11月5日 研究費 63,000 ひろせ
平成17年11月6日 会議費 4,662 スエヒロ
平成17年11月6日 研究費 14,080 ごっつ
平成17年11月10日 会議費 7,780 玄海鮨
平成17年11月11日 研修費 84,000 ㈱はとバス
平成17年11月11日 広報・活動費 2,760 ㈱スター商事
平成17年11月12日 会議費 10,590 ごっつ
平成17年11月15日 会議費 9,520 ホテルラフォーレ東京
平成17年11月15日 資料費 499 LIBRO
平成17年11月17日 研究費 36,000 ひろせ
平成17年11月17日 研究費 22,000 吾作
平成17年11月20日 会議費 3,240 源平寿し
平成17年11月21日 会議費 6,445 花の舞
平成17年11月25日 研究費 29,500 アゼリアガーデン



平成17年11月26日 広報・活動費 1,060 国際自動車㈱
平成17年11月29日 研究費 28,907 花の舞
平成17年11月29日 研究費 28,907 花の舞
平成17年11月29日 研究費 16,750 あらせ
平成17年11月30日 会議費 3,030 そじ坊
平成17年11月30日 会議費 5,000 海宴
平成17年12月3日 会議費 7,660 吾作
平成17年12月3日 広報・活動費 500 東急スポーツガーデン
平成17年12月5日 資料費 1,680 有隣堂
平成17年12月6日 研究費 69,230 いさみ庵
平成17年12月6日 資料費 20,000 峰岸書店
平成17年12月13日 研修費 94,500 帝産観光バス㈱
平成17年12月16日 広報・活動費 400 パーク24㈱
平成17年12月20日 会議費 6,860 たぬ喜
平成17年12月21日 資料費 1,250 三省堂
平成17年12月26日 研究費 29,600 アゼリアガーデン
平成17年12月28日 会議費 10,000 ㈲百番
平成18年1月4日 研究費 21,090 築地日本海
平成18年1月9日 会議費 2,570 多謝
平成18年1月10日 会議費 7,800 鳥ふじ
平成18年1月18日 研究費 33,000 ひろせ
平成18年1月20日 会議費 6,450 やまこ亭
平成18年1月20日 会議費 2,310 戸越のおふくさん
平成18年1月20日 事務費 3,160 スター商事
平成18年1月27日 事務費 1,580 スター商事
平成18年1月30日 研究費 28,000 アゼリアガーデン
平成18年1月30日 事務費 4,000 ㈲アクツ電気
平成18年2月5日 会議費 8,120 築地日本海
平成18年2月8日 研究費 16,110 温野菜
平成18年2月10日 研究費 209,040 東京トラベル
平成18年2月17日 研修費 81,900 ㈱東日ツーリスト
平成18年2月19日 会議費 5,400 新宿サンパークホテル
平成18年2月23日 広報・活動費 17,640 ㈱CSトナン
平成18年2月24日 事務貴 1,500 花でん
平成18年2月27日 研究費 28,500 アゼリアガーデン
平成18年3月21日 研究費 11,500 たぬ喜
平成18年3月23日 研究費 24,000 ひろせ
平成18年3月31日 研修費 81,900 ㈱東日ツーリスト
平成19年1月19日 研究費 8,241 和幸フーズ
平成19年9月19日 広報・活動費 300 NTT東日本関東病院

合　　計 13,676,125



日　　付 費　　目 金　　額 支払い先
平成18年4月14日 研究費 13,300 ひろせ
平成18年4月23日 研究費 12,900 ごっつ
平成18年5月3日 研究費 12,441 にく丸
平成18年5月27日 研究費 29,500 アゼリアガーデン
平成18年6月4日 研究費 17,700 あゆみ
平成18年6月24日 研究費 85,000 ひろせ
平成18年6月30日 研究費 29,000 アゼリアガーデン
平成18年8月19日 研究費 16,000 阪急食品館
平成18年8月25日 研究費 28,500 アゼリアガーデン
平成18年5月24日 研修費 81,900 ㈱東日ツーリスト
平成18年7月4日 研修費 210,340 帝産観光バス㈱
平成18年4月11日 会議費 11,200 たぬ喜
平成18年6月10日 会議費 6,070 鳥一代
平成18年5月22日 会議費 5,130 築地日本海
平成18年6月25日 会議費 7,230 ぶんか亭
平成18年6月27日 会議費 6,000 たぬ喜
平成18年4月21日 事務費 213,255 タイガツウショウ
平成18年5月22日 事務費 1,480 ㈱スター商事
平成18年6月30日 事務費 29,500 コイズミ電設
平成18年8月31日 垂務費 29,000 コイズミ電設
平成18年9月25日 事務費 700 ㈱55ステーション
平成18年5月20日 広報・活動費 660 すばる交通㈱
平成18年5月23日 広報・活動費 660 東京ヤサカ自動車㈱
平成18年6月19日 広報・活動費 1,140 平和交通㈱
平成18年9月14日 広報・活動費 200 大森海岸駅前パーク24 以上、会派自由民主党品川区議団分
平成18年4月1日 資料費 1,678 くまざわ書店
平成18年4月7日 資料費 1,657 有隣堂
平成18年4月12日 資料費 2,069 有隣堂 以上、会派しながわ自民党分

854,210




